第56回人類働態学会全国大会

2021年11月23日（祝・火）

早稲田大学
所沢キャンパス
（Zoom）

プログラム・抄録集
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第 56 回人類働態学会全国大会のご案内
昨日（11月22日）の国内におけるコロナ新規感染者数は、今年最少の50人に留まり、現在のところ
の感染状況は落ち着きをみせていますが、昨年は冬にかけて感染が急拡大しており、再びの増加に転
じることがないよう、万全の感染対策と日常生活の両立を目指していかなければなりません。この度
の第56回大会では、昨年の第55回人類働態学会全国大会（大会長 庄司直人先生）に続き、オンライ
ン開催とすることを決定しました。オンラインの良さを最大限に活かした大会運営を目指し、大会事
務局メンバーが一丸となって大会運営に尽力する次第です。
本大会では新しい試みとして、コミュニケーションツールとして注目されている、バーチャルオフ
ィス「oVice(オヴィス)」をZoomと併用します。コロナによる急激なテレワークの浸透により、組織
内のコミュニケーション不足や帰属意識の低下が課題になっていますが、このようなバーチャルオフ
ィスが、円滑な業務推進やメンバーの交流促進に役立つものとして、近年多くの企業や教育現場で注
目されています。Web上のバーチャルオフィスで自分のアバター（分身）を自由に動かし、他のメン
バーに話しかけたりすることが可能で、実際に学会会場にいるのと同じように、メンバーとの空間を
共有でき、コミュニケーションが気軽に取ることができるツールです。閉会式・表彰式、懇親会はこ
のバーチャルオフィスで実施しますが、大会中も休憩室として常時オープンしています。ぜひ新しい
学会のスタイルをご体験ください。
さて、大会が開催される勤労感謝の日は、新嘗祭を起源にもつ今から73年前の1948年に制定された
「勤労をたっとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう（内閣府Web）」という祝日であるとのこ
とです。皆さまのこれまでの研究の成果を共有しあい、様々な視点からの議論を通じて、研究活動を
さらなる発展に導くことができる、実り多い大会になることを期待しています。

【大会長】加藤麻樹（早稲田大学）
【日 時】2021年11月23日（火・祝）12:45～18:00
【主 催】人類働態学会 第56回全国大会事務局
【協 催】早稲田大学 人間総合研究センター
【会 場】Zoomによるオンライン開催
【実行委員】岩浅 巧（早稲田大学）
友野貴之（早稲田大学）
村野良太（早稲田大学）
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参加予定の皆様へ
【学会参加申込方法・発表申込方法】
https://forms.gle/qaEDPgTTrdLJ7vRH7
【参加申込・発表申込締切】
10月24日（日）--->11月14日（日）に延長
【参加費】
一般（会員・非会員）

学生

3,000円

1,000円

大会参加費

発表者の皆様へ
＜口頭発表について＞
・口頭発表時間は 1 演題 14 分（発表 10 分、質疑 3 分、交代 1 分）です。
・発表は全てZoomでの口頭発表です。
・発表資料は発表者ご自身が画面共有することとします。
＜質疑応答について＞
・リアルタイムでの質疑の他、チャット機能を活用し質問やコメントをお寄せください。
大会事務局で取りまとめ発表者へテキストにてフィードバックします。
・ご希望があれば研究に関する助言等に限りZoom上でブレイクアウトルームをご用意いたします。
大会事務局へご相談ください。
＜英文抄録について＞
大会当日までに英文抄録を作成してください。提出ファイルは大会当日までに大会事務局に
E-mail でお送りください。なお、英文校閲証明書の提出が必要です。

-3-

第 56 回人類働態学会全国大会プログラム
2021年11月23日（火：祝日）
時刻

セッション

No

発表者/タイトル

12:45-13:00
13:00-14:00

ZOOMによるオンライン開催
大会長：加藤麻樹（早稲田大学）

開会
基調講演

菅原徹
ヒトを虜にする笑顔の幾何学的特徴とメカニズム ―笑顔の科学と実践学―

14:00-14:15

休憩
①-1

①-2
14:15-15:15 一般演題①
①-3

①-4

宮崎正己, 布施恭一
床材における人間への生体への影響について
松村秋芳, 堀野定雄, 小木和孝, 岸田孝弥, 真家和生, 岩浅巧, 中村好宏
「安全で安心なバス利用のためのアンケート調査」 結果報告Ⅰ：10～20歳代の大学生に見られる意識の傾向
堀野定雄, 松村秋芳, 小木和孝, 岸田孝弥, 真家和生
安全で安心できるバスの乗り方の探求と改善 ―危険なバス停フィールド調査で新たに判ったことー
吉岡貴美代, 水野基樹
福利厚生が看護師のリテンションに与える影響 ―スポーツに関連する福利厚生に着目して―

15:15-15:30

休憩
②-1

②-2
15:30-16:30 一般演題②
②-3

②-4

松村光規, 水野基樹
大学アメリカンフットボールのヘッドコーチが発揮するリーダーシップとチーム効力感
菅野響, 水野基樹
プロ野球における共通価値の創造に関する研究 ―楽天野球団を事例に―
李芳西, 水野基樹
フィットネスクラブ従業員のストレス要因に関する日中比較研究
稲葉健太郎, 芳地泰幸, 岩浅巧, 水野基樹
フィットネスクラブ従業員を対象とした心理的安全性と職業性ストレスに関する研究

16:30-16:40

休憩

16:40-17:00

表彰・閉会

17:00-18:00

懇親会（お茶やノンアルも大歓迎です。短時間でもお気軽にご参加ください！）
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２０２１年 １１ 月 ２３ 日（火・祝）
13時 00 分～14 時 00 分（於：Zoom）

基調講演
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第 56 回全国大会
基調講演

2021 年 11 月 23 日 ( 祝 ) 13:00 オンライン開催

（全国大会参加者全員に URL を送信します）

ヒトを虜にする笑顔の
幾何学的特徴とメカニズム
〜笑顔の科学と実践学〜

「笑顔に勝る化粧なし」
メイクアップの真顔よりノーメイクの微笑
みの方が魅力を感じやすい。しかし「笑顔
を上手くつくれない」といった悩みに応じ
るかのように、笑顔に焦点を当てシャッタ
ーをきるデジタルカメラや笑顔強度をリア
ルタイム測定するシステムなどが商品化さ
れている。感性工学の領域で「感性形成を
目指した笑顔の仕組みと創出に関する研究」
を 20 年続けてきた演者は、心の喜ぶ笑顔
を創るという、スマイル・デザインを提案
している。
本講演では視覚優位性が高く、デザインさ
れた笑顔の代表として、デュシェンヌ・ス
マイル（19 世紀のフランスの神経学者ギ
ヨーム・デュシェンヌにちなんで名づけら
れた）を中心に話を進めたい。最新の笑顔
の科学を通して得た知見を基にして、美し
い心からの笑顔の特徴と、笑顔づくりには
どのような技法が有効かを解説したい。

ウンパニ体操であなたも幸せの笑顔を！

講師：菅原

徹氏

綾瀬は
スキパ るかの
ニ
効能解 スマイル
説ムー
ビー

笑顔研究家・感性価値プロデューサー

福岡県太宰府市出身。信州大学大学院修了（博士・工学）、早稲田大学、東洋大学で
「笑顔の仕組みと創出に関する研究」に従事する。笑顔の研究者として NHK「ガッ
テン！」「すイエんサー」、日テレ「世界一受けたい授業」、TBS「林先生が驚く初耳
学！」などで注目を集める。日本感性工学会評議員、スマイルサイエンス学会代表
理事、著書に「はじめてでもわかる質的調査法−基礎理論から Excel を使った統計
まで−」（インデックス出版）、監修書に「５分で分かる友だち術」（学研）など。

早稲田大学人間科学学術院人間総合研究センター
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14時 15 分～16 時 30 分（於：Zoom）

一般研究発表
計 8 演題
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床材における人間への生体への影響について
○宮崎 正己 1）、布施 恭一 2）
1） 早稲田大学人間科学学術院，2）フィールズ工学研究所

１．はじめに
表１．平均温度の差：経時変化

木材の持つ特性がすぐれている側面は、居住的な
観点からも望ましいものである。特に、人の健康的な観

（0→5 分後→15 分後→30 分後）

点からの科学的な追及も、必要なことと考えられる。
今回、G-Power 塗布のフロア材（ヘルスケアフローリ

No

1

2

3

4

5

10

11

12

14

15

-0.3

-0.3

0.1

1.4

0.0

0.2

0.1

0.7

0.2

ング Just Touch）と添付されていないフロア材（ブラセ
ボ）を使用して、人に対する影響を実験的に実施して、

0.0

-1.5

-0.2

0.0

-0.6

0.9

若干の知見を得たので、報告を行う。

5.0

-0.5

0.1

0.6

-0.7

0.5

15.0

0.2

0.5

1.1

-0.5

0.1

-0.4

-0.4

0.1

1.3

0.4

30.0

0.1

0.0

1.1

0.6

0.5

-0.2

0.0

0.5

1.2

0.4

２．方法
被験者は、20 代から 40 代の男女 15 名に対して以
下の方法にて、実験・測定を実施した。人工気象室の
温度（設定 23℃）に１５～２０分馴染ませた（室温同化）

経過
時間
（分）

飽

飽

飽

発

振

抑

振

発

飽

飽

和

和

和

散

動

制

動

散

和

和

後に実施した。
１）柔軟性のテスト

表１は、15 人中の 10 人の結果を示したもので、縦軸

立位体前屈用の測定器を長坐位の状態で、

は、経過時間、横軸は、被験者の番号を示したもので

G-Power 塗布のフロア材（ヘルスケアフローリング Just

ある。15 人中、発散傾向は 4 と 12、30 分後が上向きで

Touch）サンプルとする。ブラセボのフロア材をそれぞ

すが発散と云えるかどうかわからず振動とした 5 と 11、

れ、あてがえ、順番を変えて、2 回測定を実施した。

明らかにサンプル平均温度が勝って負の値の 11（抑

２）表面皮膚温度の測定

制）それ以外の 10 人が飽和傾向とする。机に置かれた

サーモカメラは、Avio 社製 G-100 を用いて、表面
皮膚温度の計測を実施した。

手の甲を含む画角の平均温度変化において無負荷
（プラセボ）に比べて、平均温度が上がった人は

フロア材にスリッパと靴下を履いて両足をのせて机

（G-Power 塗布）のフロア材（ヘルスケアフローリング

の前の椅子に座り、机に置いた手の甲のサーモ画像

Just Touch）（サンプル）では 15 人中４人、プラセボで

データをコントロール（無負荷：足をのせる前） → の

は 15 人中 9 人で両方とも上がった人は 15 人 3 人であ

せて 5 分後 → 15 分後 → 30 分後の順で撮影取得

った。

した。

血流に関しては、流速向上が見られた例は、5 分後

被験者１名につきプラセボのフロア材で行った後、

に 1.77 倍以上に上昇しており、15 人中 8 人に見られ

次に（G-Power 塗布）のフロア材にて実施した。（計１５

た。1，77 倍までは、いかないにせよ、流速上昇がみら

名）

れた例は、6 人であった。

３）血流

プラセボと比較して流速増加が明瞭とは言えない例

末梢血流量は、TOKU Capillaro（キャピラロ）を使用

があった。この 2 名はいずれも元々の血流が速い例で

して、左手の薬指にスコープを当て測定を行った。解

あり、1 名は流速に著変はないが静脈が拡張している

析 は 、 毛 細 血 管 解 析 ソ フ ト Capimetrics(Capillary

ことから流量が増えていることが示唆された。、残りの 1

metrics)を使用して、解析をおこなった。

名では測定値上の流速上昇は目立たないが動画上は
流速が若干増えている様に見えた例であった。

３．結果と考察
G-Power 塗布のフロア材（ヘルスケアフローリング
Touch）は、プラセボと比べて、若干の柔軟性が高い傾
向がみられた。
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心機能、筋ポンプ機能、自律神経などに影響を及
ぼす効果があると静脈拡張(うっ血)傾向が出現しない
ことが多いが、本実験においてはうっ血傾向が出現し
た例は 3 例のみであり、それらの例は男 30 代,女 50 代,
女 30 代と年齢性別に一定の傾向はなく、血流上昇効
果に対し静脈拡張を来たした例が少ないと判断される。
2 倍程度の血流上昇を示した例においてもうっ血が目
立たない。この点については運動習慣や喫煙などの
生活習慣や既往疾患を含めた情報を含めた更なる考
察の余地はあるが、この（G-Power 塗布）のフロア材
（ヘルスケアフローリング Just Touch）は単純な血流増
図１．表面温度 ブラセボの一例

加効果に加えて他の効果もあるのかもしれないことが
予想される。

５．参考文献
1）木村彰孝、人の心理・生理面を測ることで木材の快
適さを科学する、木材情報、228（9-12）、2010．
2) Michel J Massy and Nathan I Shapiro, A guide to
human vivo microcirculatory flow image analysis,
Critical Care, 20(35-52), 2016.
------------ << 連絡先 >> -----------宮﨑 正己
図２．表面温度 G-Power 塗布のフロア材

早稲田大学人間科学学術院

（ヘルスケアフローリング Just Touch）の一例

359-1192 埼玉県所沢市三ヶ島 2-579-15
早稲田大学人間科学部 宮﨑研究室

４．考察
柔軟性に関しては、（G-Power 塗布）のフロア材（ヘ
ルスケアフローリング Just Touch） による平均温度変

電話 04-2947－6760
E-mail: mayazaki@waseda.jp

化の顕著な傾向を見つけることができなかった。皮膚
温度測定の観点からは、このサンプルは、サンプルに
は効果が無いとは言えない、と考えられる。
G-Power 塗布のフロア材（ヘルスケアフローリング
Just Touch）上に手を置くことにより末梢の血流増加効
果があると考えられた。 その流速上昇効果は対象者
がやや低めの気温により一時的に流速低下を来たし
ている状態 では半分以上の例に 1.77 倍程度の流速
増加効果が得られ、全例に何らかの血流量増加を示
唆する。
流速が速い例について更に流速上昇効果があった
という点では誰で（G-Power 塗布）のフロア材（ヘルス
ケアフローリング Just Touch）の流速上昇効果があり、
この効果を得られるヒトが非常に多いことが想定され
る。
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「安全で安心なバス利用のためのアンケート調査」 結果報告Ⅰ：
10～20 歳代の大学生に見られる意識の傾向
○松村秋芳 1）、堀野定雄 1）、小木和孝 2）、岸田孝弥 2）、真家和生 3）、岩浅 巧 4）、中村好宏 5）
1） 神奈川大学，2）大原記念労働科学研究所，3）元横浜 YMCA 学院, 4）早稲田大学, 5)防衛医科大学校

２． 方法

１．はじめに
安全で安心な公共交通としてのバスを考えるために、
その車内の現状とそれを取り巻く交通環境を客観的に
把握することは重要である。人類働態学会は、2005 年
にバスの車内転倒事故に関する全国規模働態調査に
基づき事故原因の分析と再発防止策を国の事故分析
検討会に提言している

1)

B、K、W の３大学併せて 329 名の学生（男女 10～20
歳代）に対して 25 項目、5 段階評価のアンケート調査
を行い、各項目について要求度を比較した (高いほど
高得点)。さらに、主成分分析とクラスター分析を行っ
た。

。これに沿って実行された事

故防止策（離席はバス停車後にするとの運転者アナウ
ンスとその徹底など）により、乗合バス車内事故の発生
件数は著しく減少した（図１2)）。
しかし、バスの関連事故は車外でもしばしば発生し
ている。ひとつの着目すべき例として、2018 年横浜市

３． 結果と考察
バス停利用者のニーズは、 以下の A～D などの要
因から成ることが見いだされた。各要因について要求
度は以下の通りであった。カッコ内の数値は各アンケ
ート(番号)項目に対する 5 段階評価の平均値を表す。

Ā. バス停利用時の負担軽減
（８） 雨除け屋根付きバス停を増やす(4.3)、
（13） 交通系カード用の支払い機(3.7)、
（４） 座るためのイスやベンチ（3.2）

内で横断歩道を塞ぐ形で停車したバスを降りた小 5 女
児（10）が車体後方から反対側に横断しようとして対向
車線の軽ワゴン車に轢かれて亡くなった事故がある。
筆者らは、2020 年度から本学会内新規研究プロジェク
ト、 「乗客の働態から見た安全で安心できるバスの

乗り方の探求と改善」を推進し、昨年度大会のワーク
ショップを出発点として、車内働態だけでなく、乗客の
車外働態にも重点的に着目しながら交通環境改善に
向けて検討してきた。
今回は問題解決の手がかりを得る方法としてアンケ
ート調査でバス利用者の意識調査を行った。その結果
に基づいて、バス事故根絶に資するために、一般のバ

B. バス停とバス車内のバリアフリー化の促進
（７） 視覚障害者誘導用ブロック常備(3.7)、
（21） 車イス利用者への迅速安全な対応(3.6)、
（23） 乗客への無償 Wi-Fi(3.6)、
（22） カーテン又は日除けブラインド(3.5)、
（24） コンセント電源(3.3)、
（25） トイレ(2.6)

ス利用者の意識と行動に内在する要因を検討した。

C. バス停とバス利用上の運行情報入手
（５）当該路線の見やすい時刻表（4.2）、
（6）次のバス到着までの時間表示(4.2)、
(19) 路線地図と次のバス停表示(3.6)、
(20) 多国語表示(3.3)

図１ 乗合いバスの行動類型別車内事故件数の推
移（国交省、自動車運送事業に係る交通事故対
策検討会報告書（2018）

D. バス停、バス利用の安全確保
（９） 照明設備付きバス停を増やす(3.7)、
（10）バス停近くの横断歩道の安全策(3.7)、
（16） つかまり棒(3.6)、
（14） 高齢者や弱者用の優先席(3.5)
（15） つり革(3.4)、
（17） 発車時の事前合図やアナウンス(3.4)、
（18） 停車時の事前合図やアナウンス(3.4)〕
（11）バス停近くの信号機付き横断歩道(3.3)、
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（12）バスベイ型のバス停を増やす(3.3)
以上から、大学生では次のような傾向が認められ
た。
・A、C の「バス停利用時の負担軽減」「利用上の
運行情報入手」といった、利用者自身にとっての
利便性や運行情報入手のニーズが総じて高い。
・B の「バリアフリーの促進」についての意識はや
や高く、必要と受け止められている。

図 3．クラスター分析の結果

・D の「バス停、バス利用の安全確保」については、
複合対策が必要との判断がなされている。バス停
の照明などの環境や横断歩道の安全に対するニ
ーズは高く、車内環境としてのつかまり棒やつり革、
高齢者・弱者用優先席などの整備は次点であった。
そのほか、バスベイや信号機付き横断歩道などの
交通環境確保も比較的よく指摘されていた。
主成分分析の結果は、以上のような傾向を指示
するものであった。すなわち、第 1 成分（図 2，
Axis1）は、バス車内車外の安全設備、第 2 成分（図
2，Axis2）はバス車内のアメニティとバリアフリー化を
反映すると考えられた(表１)。クラスター分析の結果
はこれらとよく対応するものとなった(図 3)。
表１．主成分分析によって想定された成分

４． まとめ
10 歳代終盤～20 歳代の学生では、バス停、バ
ス利用の安全確保や弱者、高齢者への対応に対
するニーズが、利便性や運行情報入手のニーズよ
りも相対的に低い。今回得られた傾向は若年者の
バスを取り巻く環境の安全確保に対する意識の特
徴を反映するものと考えられる。

5． 参考文献
1) 堀野定雄：バス車内事故削減－GIAP コラボレー
ションと映像記録型ドライブレコーダーの活用－,
人類働態学会大会抄録（2012）
2) 国土交通省自動車局：乗合バスの車内事故件
数の行動類型別推移，自動車運送事業に係る交
通事故対策検討会報告書(平成 30 年度)，201８．
------------

<< 連絡先 >>

松村秋芳
神奈川大学工学部
電話：045-481-5661
E-mail: akiyoshim2003@gmail.com

図 2 主成分分析の結果の一例
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------------

福利厚生が看護師のリテンションに与える影響
―スポーツに関連する福利厚生に着目してー
○吉岡貴美代１）、水野基樹１）2）
1) 順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科 2）順天堂大学スポーツ健康科学部
離職意思とジョブ・エンベデッドネス尺度の回帰分析
の結果有意な関係を示す 9 項目が抽出された。（表 2）
表 2 離職意思とジョブ・エンベデッドネス尺度

1．はじめに
近年、スポーツ実施がリテンションに与える影響が
明らかにされており、先行研究では水野（2019）が、企

回帰分析

業が従業員のスポーツ活動を支援することで満足度
項目

や信頼度の向上の一助になること示しており、スポー
ツ支援を福利厚生に位置付けることの有効性が示唆さ

自分が住んでいる地域に住むことで、

れている。しかし、その具体的な内容は不明瞭であり、

自分が好きなレジャー活動をすること

運動・スポーツとリテンショとの関連は明らかではない。

ができる

よって、本研究では、離職率が高い職種として知られ

この地域コミュニティを離れることは難

ている看護師を対象に、ジョブ・エンベデッドネス概念

しい

枠組みを活用して質問紙調査を行い、スポーツを含む
福利厚生の利用状況がリテンションに与える影響を明

て敬意を払ってくれている

らかにすることを目的とした。

ここには私の昇進機会や可能性が多

2.方法
新型コロナウイルスの感染状況を考慮し、オンライン
にて首都圏にある 300 床以上ある民間精神科病院に
勤務する看護師 438 名を対象に、離職意思およびジョ
ブ・エンベデッドネスに関する質問紙調査をおこなった。
質問紙は、Geurts ら(1998)が開発し島津らが日本語
に訳した離職意思尺度 4 項目と Mitchel et.at.l(2001)
が開発したジョブ・エンベデッドネス尺度 34 項目を用
いた。

首都圏にある 300 床以上の民間精神科病院に勤務す
る看護師 480 名を対象に質問調査を行い 43７名から
回答が得られた。有効回答率は 99.8％であった。

らえている
会社が提供する福利厚生について内
容を十分に理解している
福利厚生の中に運動やスポーツに関
連するものがある
雇用主を変えるのが容易であれば、ず

N=438

女性

175(40%)

ｐ値

41.59

-11.38

平均勤続

年数

年数

4.21

0.082 ＜.093
0.122 ＜.002
‐.237 ＜.001
0.021 ＜.000
0.205 ＜.000
‐.205 ＜.000

Adjusted R²

0.579

8 項目が抽出された。（表 3）
表 2 にある 8 項目対しスポーツの福利厚生が有る者

<.000

とない者でｔ検定を実施した結果、表 2 にある項目 1 番
25.5

<.000

SD=±11.38
勤続

‐.215 ＜.047

3－4(スポーツの福利厚生の有無による比較)

263(60%)

平均年齢

‐.158 ＜.000

離職意思尺度の回帰分析の結果、有意な関係を示す
t値
（x2）値

男性

0.092 ＜.036

スポーツの福利厚生とジョブ・エンベデッドネス尺度、

表 1 個人属性
カテゴリー

ことが変わってしまう

ｐ値

3－4(スポーツの福利厚生との関係)

3－2（基本属性）

年齢

仕事上の給与以外の報酬は十分にも

雇用主を変えることになったら、多くの

3－1（対象者）

性別

いにある

っとまえに辞めていただろう

3.結果

項目

ここで仕事をしている人々は、私に対し

β

-1.86
SD=±1.86

以外の 7 項目で有意な差があった。（表 4）
3－5（スポーツの福利厚生の種類）
スポーツの福利厚生に関する種類についてインタビュ

<.000

ー調査を実施した結果、サッカーやバレーボールなど
チームで行うスポーツと、フィットネスジムの活用など個
人で行うスポーツがあった。

3－3（離職意思との関係）

表 3 スポーツの福利厚生とジョブ・エンベデッド
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ネス尺度、離職意思尺度の回帰分析
項目

含まれていると考えられる。仕事に対する考え方の変

β

ｐ値

0.092

＜.002

化が、福利厚生を重要視することにつながり継続意思
に影響していると予測できる。

自分が住んでいる地域のコミュニ
ティは、私にとって家族のようなも

表 3 に示したスポーツの福利厚生のある者とない者
との間では、「仕事の同僚たちが好きだ」の項目におい

のだ

てスポーツの福利厚生がある者の方が同僚に対して

仕事場の同僚たちが好きだ
自分はこの会社の文化と合って
いると感じる

0.115

＜.033

‐.110

＜.000

好意的であるという結果が得られた。これは、萩原ら
（2014）が述べているように、スポーツを通してコミュニ
ケーションが交わされ関係性の構築へと繋がり、交流
が活性化しポジティブ感覚が生まれた為と推測する。3

今の仕事において、目標をどのよ
うに追求するかに関しての自由を

0.522

項目において、スポーツの福利厚生がある者の方がプ

＜.000

ラスに捉えており、スポーツの福利厚生が整っている

与えてもらっている
今の仕事は役職手当などの仕事
上の特典が手厚い
会社が提供する健康に関わる福
利厚生は充実している
退職時に会社が提供する退職給
付は充実している
他の雇用主のところで働くことを
望んでいる
Adjusted R² .

0.052

＜.001

0.113

＜.000

0.073

＜.047

‐.125

＜.000

環境は、全般的に福利厚生が充実していると予測する。
以上から、スポーツの福利厚生が離職意思と有意な
関係があり、リテンションに影響を与える可能性を見出
すことができた。ビジネスパーソンの働き方に対する考
え方の変化がある中で、看護師のリテンションマネジメ
ントを行う上での一助になると考える。
これまでの研究で福利厚生とリテンションの不明瞭と
されていた内容を、今回の研究で部分的に明らかにす
ることができた。

0.531

今後の課題

表 4 スポーツの福利厚生がある者とない者の比較
項目
仕事場の同僚たちが好きだ
自分はこの会社の文化と合
っていると感じる

M

SD

F値

3.12

1.12

14.08

3.06

1.03

15.32

今回の対象は精神科に勤務する看護職のみであり、
看護師全体を捉えていない。今後は診療科を区別せ
ず調査し、新たな知見を見出すことが必要である。
引用文献
・加藤栄子,尾﨑フサ子(2011).中高年看護職者の職務
継続意志と職務満足に関連する要因の検討.日本看

今の仕事において.目標をど
のように追求するかに関して

3.34

1.23

護科学会誌,31(3),pp.12-20．

48.4

・中山洋子,野嶋佐由美(2001).看護婦の仕事の継続

の自由を与えてもらっている
今の仕事は役職手当などの
仕事上の特典が手厚い
会社が提供する健康に関わ
る福利厚生は充実している
退職時に会社が提供する退
職給付は充実している
他の雇用主のところで働くこ
とを望んでいる

意志と満足度に関する要因の分析.看護,53（8）,ｐｐ.
3.43

0.99

81-91

80.32

・NHK放送文化研究所（2019）「第10回〔日本人の意
3.75

0.71

識〕調査（2018）結果の概要

261.88

・萩原悟一,磯貝浩久（2014）.スポーツチームにお
3.74

1.08

けるソーシャルサポート提供.スポーツ産業学研究,24

122.17

（1）,pp.49-62．
3.03

1.24

・水野基樹（2019）.新時代の“健康”どう進める？企業

48.44

のスポーツ推進その２‐企業がスポーツ推進に取り組

4．考察

むメリット‐．安全と健康.20（8）,pp.54-56.

今回、中山ら（2001）や加藤ら（2011）と同様に、福利
厚生とリテンションには有意な関係があることが明らか
となった。また、NHK 文化研究所の調査によると、近年
ビジネスパーソンの関心が「仕事にも、余暇にも同じく
らい力をいれる」という考え方が増加している（2019）と
明らかにされおり、職業選択時に仕事以外の要素が

------------ ≪ 連絡先 ≫ -----------吉岡貴美代
順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科
270-1695 千葉県印西市平賀学園台 1-1
スポーツ経営組織学研究室
E-mail: sh412006１@juntendo.ac.jp
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大学アメリカンフットボールのヘッドコーチが
発揮するリーダーシップとチーム効力感
○松村 光規 1)、水野 基樹 1)2)
1)順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科,

2)順天堂大学スポーツ健康科学部

で半構造化インタビュー調査を行った。インタビューは

１．はじめに
近年、様々なスポーツ組織においてリーダーの行動
が社会問題となるケースが相次いでいる。2018 年の大
学アメリカンフットボールの試合で発生した事案は、指
導者のリーダーシップの在り方が改めて見直される契
機となったといえる。石川（2013）は、リーダーシップが
チーム業績に影響を及ぼす重要な要因の１つであると
指摘しており、Jowett ら（2012）は、アスリートはコーチ
のサポートなしにトップレベルのパフォーマンスを発揮
することはできないし、コーチはアスリートの才能、コミ
ットメント、熱意なしに成功することはできないと述べて
いる。大学スポーツは毎年異なるメンバーと学生のリー

IC レコーダーによって会話を録音することを事前に対
象者から承諾を得た上で実施した。
２－３．データ分析
収集されたデータはテキスト化し、データベース化し
た 。 そ の デ ー タ ベ ー ス を 用 い て KH Coder
（ver.3Beta.04）により、頻出語の抽出、共起ネットワー
クのテキスト計量分析を行った。
なお、本研究は、順天堂大学スポーツ健康科学部・
研究科研究等倫理委員会の承認を受け、実施した
（受付番号 2021-64）。
３．結果

ダーによってチームが構成される流動的な環境下であ

総抽出語数（使用語数）は、74795 語（2424 語）であ

ることからも、チームのトップであるヘッドコーチのリー

った。インタビューデータでは、「自分」、「チーム」、「練

ダーシップは、チームに対する影響が特に大きいこと

習」の順で出現頻度が多く、出現回数 50 回以上の語

が推察される。

句で共起ネットワークレイアウト（図）を作成したところ、

さらに、持田ら（2015）は、試合中における選手間の

8 つのサブグラフが作成された。出現頻度が多かった

相互作用量が多い集団スポーツでは、チームワークの

3 つのキーワードは、サブグラフ 01 のグループに含ま

重要性が高いことを示唆しており、池田（2009）は、チ

れており、「自信」との関連が示された。共起ネットワー

ームワークの心理的側面の代表的な概念の１つにチ

クレイアウトでは、図形の大きさが出現回数、関連の強

ーム効力感を挙げ、チーム効力感が強いほど、チーム

さを線で表現しており、レイアウト上の距離は関連を表

のパフォーマンスが高まると述べている。

現していない。

以上のことから、本研究では大学アメリカンフットボ
ールチームを対象に、ヘッドコーチが発揮するリーダ
ーシップと選手たちのチーム効力感にどのような関係
があるかを明らかにする。

４．考察
高田（2003） は、チーム効力感の発生の源泉は、
Bandura（1997）が提唱した自己効力感と同様であると
述べている。本研究で得られた共起ネットワークレイア

２．方法

ウトより、自信と関連が深いキーワードが、「チーム」、

２－１．調査対象

「自分」、「練習」となっていることから、チーム効力感が

2019 年度に全日本大学選手権に出場したＡ大学の

発生する 4 要素のうち、『制御体験』が練習の場で得ら

アメリカンフットボールチームに所属している選手 20 名。

れている可能性がある。その中でも特に、サブグラフ

1 年生から 4 年生の各学年 5 名ずつ、そのうちチーム

06 において「オフェンス」、「ディフェンス」の「プレー」

内での役職が有る者が 11 名、役職がない者が 9 名で

が「相手」を介して「チーム」に繋がっていることから、

あった。ポジションの内訳は下表のとおりである。

相手を想定したプレーを繰り返し行うことで、成功体験

表 調査対象者のポジション内訳

を積み重ねていることが推察され、サブグラフ 05 に示

QB

RB

WR

TE

OL

DL

LB

DB

された「走る」、「メニュー」は、インタビューデータから

2名

3名

3名

1名

3名

3名

2名

3名

達成体験に関わっている可能性が考えられる。
また、サブグラフ 02 の「ヘッドコーチ」、「話」が「自分」

２－２．調査方法
2021 年 9 月上旬から中旬にかけて、1 対 1 の形式

を介して「チーム」や「自信」に繋がっていることから、
ヘッドコーチのフィードバックが、『言語的説得』の要素
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として機能していることが理解できる。加えて、サブグラ

ータで上級生の姿について、回答が多くみられること

フ 07 として示されている「目標」、「日本一」は、インタビ

からの代理体験の対象が示されていると解釈できる。

ューデータをみると、対象者が所属しているチームの

サブグラフ 04 の「試合」、「準備」は、「チーム」や「自分」

目標である日本一に関しての回答が多いことから、チ

を介して「自信」と関連が見られることから、アメリカンフ

ーム内での目標の浸透が言語的説得として機能して

ットボールにおけるスカウティングと呼ばれる対戦相手

いると考えられる。

分析によって試合に向けた準備が整うことで『生理的

『代理体験』の要素としては、サブグラフ 08 で「上級

状態』を良好にできるのではないだろうか。

生」と「下級生」の関連が示されており、インタビューデ
ライバル

相手

自信

ディフェンス

チーム

Subgraph:
01
02
03
04

練習
全体
オフェンス

自分

プレー

05
06
07
08

Frequency:

日本一

200
試合

400
目標

準備
上級生

ヘッドコーチ

600

負ける

下級生

話
メニュー
絶対
走る

図 共起ネットワークレイアウト

５．結論

between interpersonal relationship and athlete

本研究で作成された共起ネットワークレイアウトから、

satisfaction in team sports. International Journal of

ヘッドコーチのリーダーシップは、少なくとも、チーム効

Sports and Exercise Psychology, 10(1), 66-78.

力感を発生させる 1 要素として機能する可能性がある

4）持田和明, 高見和至, 島本好平（2015）チームスポ

ことが分かった。また、チーム効力感の共有には、特に

ーツ競技における集団凝集性および集団効力感に影

練習の場でのチーム全体としての体験・経験が深く関

響する個人要因の検討：構成員のライフスキルが集団

わっていることが示唆された。

に及ぼす影響. スポーツ産業学研究, 25(1), 25-37.
5）高田朝子（2003）危機対応のエフィカシー・マネジメ

６．引用文献

ント:「チーム効力感」がカギを握る. 東京, 慶應義塾

1）Bandura,A.（1997）Self-efficacy：the exercise of

大学出版.

control. New York, W.H. Freeman.
2）石川淳（2013）研究開発チームにおけるシェアド・

------------

リーダーシップ:チーム・リーダーのリーダーシップ,
シェアド・リーダーシップ,チーム業績の関係.
組織科学, 46(4), 7-82.
3）Jowett, S., Shanmugan, V. and Caccoulis, S. (2012)
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270-1695 千葉県印西市平賀学園台 1-1
スポーツ経営組織学研究室
E-mail: sh4120060@juntendo.ac.jp
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プロ野球における共通価値の創造に関する研究
-楽天野球団を事例に○菅野響 1)、水野 基樹 1)2)
1)順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科,

１．はじめに

2)順天堂大学スポーツ健康科学部、

２．方法

近年企業において事業活動は社会問題や環境問

２－１．調査対象

題、経済問題を生み出す原因と見なされている

本研究は、NPB に所属する楽天野球団から快諾を

（Porter＆Kramer 2011）。企業の目的を社会価値の創

得て、球団の職員を対象にインタビュー調査を実施し

出ではなく、利益の追求として捉え、利益を追求する

た。また本研究におけるインタビュー対象者のサンプリ

ためには多少の社会問題や環境問題、経済問題を引

ングは、楽天野球団の球団職員 1 名に研究の趣旨や

き起こすのは仕方がないとの考えが背景にある（赤池

内容を説明した上で協力を依頼し、回答者として妥当

2013）。その解決策として Porter＆Kramer（2011）は企

であり、かつ同意の得られた球団職員に実施した。研

業において、社会のニーズや問題に取り組むことで社

究対象である楽天野球団は地方都市である宮城県仙

会的価値が創造され、その結果、経済的価値が創造

台市に本拠地を置き、親会社である株式会社楽天が

されるという共通価値の創造（Creating Shared Value：

積極的に社会貢献活動を行っていることから研究対象

CSV)という概念を提唱した。社会的責任といった受動

とする。

的な姿勢の CSR に対し、CSV とは自社の強みを理解
し、その事業領域において社会貢献活動を実施するこ

表 1. インタビュー調査対象者の概要

とによって、社会価値と経済価値は両立するものであ

年代

性別

所属部署

A

20 代

女性

メディア事業部

一方、プロスポーツの現場に視点を移すとプロ野球

B

40 代

男性

野球振興部

で は 、 リ ー グ を 統 括 す る 日 本 野 球 機 構 (Nippon

C

20 代

男性

Team Management 室

Professional Baseball Organization：NPB)が 2015 年、

D

40 代

男性

グループ・リール推進部

環境省と連携し気候変動キャンペーン「Fun to Share」

E

30 代

男性

野球振興部

るという視座に立つ概念である（名和,2015）。

の一環である「クールシェア」活動を実施している。さら
に、NPB に所属する各 12 球団や球団に所属する選手

２－２．調査方法

個人が CSR・CSV 活動を実施していることからもこ今や

2021 年 8 月中旬から 10 月下旬にかけて、1 対 1

球団は野球という興行の運営会社としての役割だけで

の半構造化インタビュー調査を実施した。 本研究の

はなく、社会における企業市民として CSR ないしは

協力に関する承諾を得た上で、対象者の指定し
た日時で Web 会議サービスである Zoom を利用し非

CSV に主体的に取り組むことが求められている。
研究の分野に目を向けると、企業やプロスポーツク

対面式でインタビューを行った。

ラブの視点から、CSR 活動の取り組みの背景や現状に
関する研究は、独立リーグの愛媛マンダリンパイレーツ

２－３．調査項目

を対象にした森（2012）やプロ野球球団の読売巨人軍
を対象とした山越（2018）によって展開されている。

半構造化されたインタビュー項目は以下の通りであ
る。

CSV 活動に着目した研究は企業を対象に展開されて

表 2.

半構造化インタビューの基盤質問項目

いるが、プロスポーツクラブからの視点による研究は日

1

楽天野球団の CSV 活動の現状について

本では見られない。

2

球団経営における CSV 活動の内部要因につい

以上のことから、本研究ではプロ野球球団である、
株式会社楽天野球団の球団職員へのインタビュー調

て
3

査を実施し、団経営の取り組みの一つである CSV 活
動の背景や現状を調べ、導入されている要因につい
て明らかにする。
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球団経営における CSV 活動の外部要因につい
て

4

CSV 活動の今後のビジョンについて

４．考察
２－４．分析方法

本研究では楽天野球団の CSV 活動の背景や現状を

インタビュー調査で得たデータを逐語化録に書き起

調べ、導入されている要因について検討した。内部要

こした。逐語化したデータのうち対象者の語り（ナラティ

因として楽天野球団は明確なビジョンを持ち戦略的に

ブデータ）のみを分析の対象として、KJ 法による分析

CSV 活動を行っていることが明らかになった。またリー

を行った。KJ 法を用いた分析には、筆者と経営組織

ダーのビジョンが CSV 活動をするにあたって大きな影

学を専攻している博士後期課程 1 名、博士前期課程

響を与えていることが示唆された。外部要因として、他

2 名およびスポーツ健康科学部の助手 1 名の計 5 名

球団や地域企業など多様なステークホルダーの影響

で実施した。

を受けていることが明らかになった。山越（2018）は球
団が実施する CSR 活動に統一されたビジョンは存在

３．結果
逐語化したデータをもとに、KJ 法によるグループ編
成を行い、図解化と文章化を行った。内部要因に関し
ては 73 枚のカードが作成された。さらに検討を重ねた
結果、5 つの中グループが編成された。外部要因では
48 枚のカードが作成され、4 つの中グループと１つの
グループには属さないラベルが示された。
表 3.

KJ 法による内部要因のカテゴリ化

① 東北への思い

せず、戦略的に行われていないことが明らかとされた。
しかし楽天野球団は近年のプロスポーツ球団の社会
的問題である地域活性化などの社会貢献活動が地方
都市である宮城県仙台市に本拠地を置いていることか
ら戦略的に実施できたと考えられる。また経営方針とし
て「地域密着の実現」を掲げていること、震災を経験し
ていることからも社会貢献に関する意識が強く、地域に
根ざした CSV 活動を戦略的に行っていると示唆される。

1 企業・地方自治体に対して
2 運営における思い

５．引用文献

3 ファンに対して

・赤池学,水上武彦（2013）.CSV 経営 -社会的課題と

② 球団としてのビ

1 社会への発信

事業を両立する-.初版,東京都,NTT 出版.

ジョン

2 シンボリック

・Menghwar P. S. and Daood A. (2021).Creating shared

3 地域密着

value: A systematic review, synthesis and integrative

4 プロ野球界としての使命

perspective. International

1 売り上げ

Reviews.

2 予算

・名和高司(2015).CSV 経営戦略-本業での高収益と、

③ 運営資金

3 地域への経済効果
④ リーダーの思い

1 リーダーの思い

⑤ 障壁

1 障壁

表 4. KJ 法による外部要因のカテゴリ化
① 他球団からの影

1 与える影響

響

2 受ける影響

② スポーツ界からの

1 スポーツ界からの影響

影響
③ 企業からの影響

1 企業の CSR 活動のニーズ
2 CSR の予算

④ 地域からのリアク

1 地域からの期待

ション

2 子供からのリアクション
3 ファンへの影響
4 不透明なリアクション

⑤ 社会情勢

1 社会情勢

Journal

of

Management

社会の課題を同時に解決する-.第５版,東京都,東洋
経済新報社.
・ Porter M. E. and M. R. Kramer. (2011).Creating
shared value. Harvard Business Review,89(12), pp. 217.
・山越拓也（2018）.プロ野球における社会戦略に関す
る研究 ―読売巨人軍の戦略的 CSR の視点からー.順
天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科修士論文．
・森浩昭 (2012) 愛媛マンダリン・パイレーツにおける
社会戦略としての CSR 活動に関する研究. 順天堂大
学大学院スポーツ健康科学研究科修士論文.
------------
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フィットネスクラブ従業員のストレス要因に関する
日中比較研究
○李 芳西 1)、水野 基樹 1) 2)
1) 順天堂大学スポーツ健康科学部 2) 順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科
1．はじめに

2．方法

職業性ストレスは、経営者や管理者、従業員、組織

新型コロナウイルスの感染状況を考慮し、両国にお

の中で働くすべての人にとって個人的な福利(well-

いてオンライン調査とした。アンケートを回答する所要

being)に関わる問題であると同時に、組織が全体とし

時間は約15分であった。調査期間では、日中どちらも

て効率的に機能できるような状態にあるかどうかを見

8月下旬から9月上旬だった。日本においては、2社か

極める重要なバロメーターである。

ら承諾を得て、中国では1社であった。

近年、日中のフィットネス産業は急成長しているが、

日本のフィットネスクラブ従業員454名及び中国のフ

一方で従業員の離職率が高くなっている。このような

ィットネスクラブ従業員490名を対象に質問紙調査を実

状況下、フィットネスクラブ産業における職業性ストレス

施した。質問紙は厚生労働省の職業性ストレス簡易調

が近年注目されている。朴ら（2018）はフィットネスクラ

査票の日本語版、中国語版を用いる。職業性ストレス

ブと公共スポーツ施設従業員において、事務職と指導

簡易調査票は57項目からなり、仕事のストレス要因、ス

職の職業性ストレスと精神的健康度が異なり、職種に

トレス反応、 修飾要因の大きく3つから構成されてい

よって精神的健康度に寄与する職業性ストレスの要因

る。

が異なることを明らかにしている。

本研究での分析には、SPSS Version26(IBM

フィットネスクラブ従業員の職業性ストレスに関する
研究は緒に就いたばかりであり、特に日本と中国にお

Corporation)を用いて分析を行なった。
3．結果

ける職業性ストレスに関する研究はほとんどなされてい

職業性ストレス調査票を用いて高ストレス者を評価

ない。したがって、フィットネスクラブ従業員の健康増

した結果、日本では高ストレス者が 46 人であり、非高

進に資する基礎的な資料を得ること、そして日本と中

ストレス者が 391 人であった。中国においては、高スト

国における職業性ストレスに関する比較検討を行うこと

レス者が 146 人であり、非高ストレス者が 344 人であっ

は重要であると考えられる。

た。国籍別で職業性ストレスが高いかどうかについて

そこで、本研究では、従業員個人への支援だけで

関連性を検証するために χ2 検定を行ったところ、有

なく、個々人が属する職場組織にも焦点を当て、健康

意な差が認められた（χ2=52.229, df=1, p<.001）。本

度の高い従業員による生産性の高い職場づくりに貢

結果と残差から日本人よりも中国人に職業性ストレス

献する。フィットネスクラブ従業員の健康管理を促すた

の高得点者が多いという結果が得られた（表 1）。

めに、職業性ストレスの日本と中国の差を明らかにす
ることを目的とする。
表１ 国籍と職業性ストレスの関連(χ2 検定)

高ストレス者
非高ストレス者

日本

中国

N=437

N=490

46(10.53%)

146(29.80%)

391(89.47%)

344(70.20%)
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χ2

p値

52.23

<.000

表 2 日中間における仕事のストレス要因
の比較（重回帰分析）

次に、職業性ストレス要因合計得点を従属変
数、その他の変数を独立変数とする重回帰分析

日本

を行った。重回帰分析の結果、日本ではR2
変数

＝.810、「量的負担（β＝.191,p<.000)」、「身体

β

中国
p値

β

p値

職業性ストレス要因

的負担（β＝.018,p<.000)」、「コントロール（β
＝.268,p<.002)」、「技術の活用（β

量的負担

.191 <.000

.427 <.000

＝.075,p<.000)」、「対人関係（β

質的負担

.197 <.416

.458 <.000

＝.364,p<.000)」、「職場環境（β

身体的負担

.018 <.000

.148 <.000

＝.154,p<.000)」、「仕事の適性度（β

コントロール

.268 <.002

.373 <.000

＝.171,p<.000)」、「働きがい（β＝.153,p<.000)」

技術の活用

.075 <.000

.160 <.000

が職業性ストレス要因と有意な関連を示した 。

対人関係

.364 <.000

.292 <.000

職場環境

.154 <.000

.155 <.000

仕事の適性度

.171 <.000

.184 <.000

働きがい

.153 <.000

.202 <.000

「質的負担（β＝.197,p<.416)」については有意
な値ではない。また、中国の標準回帰係数を見
ると、全部有意である（表２）。
したがって、日本と中国を比較すると、中国の

Adjusted R2

フィットネスクラブ従業員は質的負担が重いほど、

.810

.798

職業性ストレスは大きくなると言える。
4．考察

ーツ学研究，15(1)，1-10．

①日本と比較すると中国のフィットネスクラブ
従業員は職業性ストレスをより強く感じている傾

島津明人，布施美和子，種市康太郎，大橋靖

向にあった。日本よりも中国におけるフィットネス

史，小杉正太郎(1997)．従業員を対象としたスト

クラブ従業員に対するストレスマネジメントが急務

レス調査票作成の試み：ストレッサー尺度ストレス

である可能性が示唆された。他の業界を対象と

尺度の作成．産業ストレス研究，4，41-52．

するストレスマネジメントの良好事例が数多く報
告されていることから、その成果をフィットネスクラ

森本寛訓(2006)．医療福祉分野における対人援

ブ従業員に応用する試みは有意義といえる。

助サービス従事者の精神的健康の現状とその維

②仕事のストレス要因の日中比較では、「質的
負担」において中国の方が有意な値を示した。

持方策について職業性ストレス研究の枠組みか
ら．川崎医療福祉学会誌，16(1)，31-40．

従って、日本のフィットネスクラブ従業員の職業
性ストレスは業務の量や身体的な負担、または

------------ << 連絡先 >> ------------

職場環境を含む環境要因に改善に取り組むこと

李 芳西

が良策であると考えられる。一方で、中国のフィッ

順天堂大学スポーツ健康科学部

トネスクラブ従業員の職業性ストレスは職場づくり

270-1695 千葉県印西市平賀学園台1-1

を介入することで軽減すると考えられる。

スポーツ経営組織学研究室

５．参考文献

電話 0476-98-1001(内線327)

朴明姫，大竹弘和，山田泰行，岩浅巧，水野基

FAX 0476-98-1011(代表)

樹(2018)．スポーツ施設従業員における職業性

E-mail: lifangxiguge@gmail.com

ストレスとメンタルヘルスに関する研究．生涯スポ
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フィットネスクラブ従業員を対象とした
心理的安全性と職業性ストレスに関する研究
○稲葉健太郎 1)、芳地泰幸 2)、岩浅 巧 3)、水野基樹 4)5)
1)石巻専修大学経営学部、 2)日本女子体育大学体育学部、 3)早稲田大学人間科学学術院
4)順天堂大学スポーツ健康科学部、 5)順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科

１．はじめに

名に対し、WEB フォームによる無記名の質問紙調査を

昨今、健康志向の高まりによって、運動・スポーツへ

依頼した。調査期間は 2020 年 8 月から 2020 年 9 月

の関心が高まっている。公益財団法人日本生産性本

であった。結果として、429 名（平均年齢：25.89,SD±

部の報告(2021)によると、2019 年から 2020 年にかけて

5.35、性別：男性 147 名、女性 282 名）の回答を分析

ウォーキングや体操（器具を使わないもの）、ジョギン

対象とした（回答率 86.7%）。

グ・マラソン、トレーニング等の余暇活動の参加者が増

表１. 調査対象者の属性

加しており、フィットネスクラブが社会の中で担う役割は
重要になっている。一方で、コロナ禍の影響によりフィ

ｎ

%

男性

147 34.3%

となっており、経営環境は悪化しており、さらにオンライ

女性

282 65.7%

ーズは多様化、高度化している。また、厚生労働省の
調査では、フィットネスクラブが含まれる「生活関連サ
ービス業、娯楽業」の離職率は 46.2%と高い値となって

25.89

5.35

勤続年数

2.35

1.82

インストラクターの経験年数

2.34

2.36

年齢

職種
インストラクター

いる。インストラクターの仕事は精神的健康度にネガテ
ィブな影響を与えることも指摘されており、フィットネス
クラブの従業員を取り巻く環境は過酷でストレスフルな

341 79.5%

インストラクター 兼 事務職

49 11.4%

事務職

39

9.1%

役職

状況にあると言える。一方で、近年注目されている概

非管理職

315 73.4%

念に心理的安全性がある。心理的安全性とは、「無知、

管理職

114 26.6%

無能、ネガティブ、邪魔だと思われる可能性のある行

SD

性別

ットネスクラブなどの屋内スポーツ施設市場はマイナス
ンフィットネスやパーソナルフィットネスなど、顧客のニ

Mean

２－２．使用尺度

動をしても、このチームなら大丈夫だ」と思われるかどう

心理的安全性の尺度として、Edmondson(1999)が開

かの程度(Edmondson, 1999)とされており、心理的安全

発した 7 項目からなる psychological safety scale を日

性の高いチームのメンバーは、他のメンバーに対して

本語に翻訳して使用した。翻訳は原著者に承諾を得

リスクをとることに不安を感じないとされている。また、

たのち、共著者である組織論の専門家とともに日本語

心理的安全性は仕事に対するエンゲージメントやパフ

版の尺度を作成し、翻訳業者にバックトランスレーショ

ォーマンス等との関連性が指摘されており(Edmondson

ンを依頼した。その後原版との差を確認し、最終的な

& Lei, 2014)、朴ら(2018)が行った研究では、スポーツ

尺度を作成した。調査は 7 件法にて行った。

施設で働く指導職の従業員において、対人関係は精

また、職業性ストレスの測定には職業性ストレス簡易

神的健康度と関係しているとされる。よって、フィットネ

調査票(下光ら, 1998)より、「ストレスの原因と考えられ

スクラブの現場において心理的安全性の向上は働く

る因子（以下、ストレス要因）」の 9 尺度 17 項目、「スト

人々のストレスを低減させるのではないかと考えられる。

レスによっておこる心身の反応（以下、ストレス反応）」

そこで本研究では、フィットネスクラブの従業員にお

の 6 尺度 29 項目を用い、４件法で回答を求めた。

ける心理的安全性と職業性ストレスの関係を明らかに
することを目的とする。

３．結果と考察
心理的安全性とストレス要因、ストレス反応について

２．調査方法

相関分析を行った（表 2）。その結果、ストレス要因とし

２－１．調査対象及び方法

ては「職場の対人関係のストレス」、「職場環境によるス

日本のフィットネスクラブ 2 社に在籍する従業員 495

トレス」、「仕事のコントロール度」、「技能の活用度」、
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表 2. ストレス要因、ストレス反応及び心理的安全性の相関分析
心理的な仕事の負担（量）
心理的な仕事の負担（質）
自覚的な身体的負担度
職場の対人関係でのストレス
職場環境によるストレス
仕事のコントロール度
技能の活用度
仕事の適性度
働きがい
活気
イライラ感
疲労感
不安感
抑うつ感
身体愁訴
心理的安全性

Mean
9.44
9.05
3.69
5.90
2.00
7.63
2.76
3.09
3.24
7.58
5.86
7.73
6.39
10.49
19.06
4.91

SD
2.01
1.89
0.82
1.88
0.99
2.16
0.85
0.78
0.78
2.63
2.39
2.54
2.48
4.31
6.28
0.94

1
1.00

心理的な仕事の負担（量）
心理的な仕事の負担（質）
自覚的な身体的負担度
職場の対人関係でのストレス
職場環境によるストレス
仕事のコントロール度
技能の活用度
仕事の適性度
働きがい
活気
イライラ感
疲労感
不安感
抑うつ感
身体愁訴
心理的安全性

Mean
9.44
9.05
3.69
5.90
2.00
7.63
2.76
3.09
3.24
7.58
5.86
7.73
6.39
10.49
19.06
4.91

SD
2.01
1.89
0.82
1.88
0.99
2.16
0.85
0.78
0.78
2.63
2.39
2.54
2.48
4.31
6.28
0.94

9
0.01
0.05
0.10
-0.20
-0.08
0.27
0.26
0.72
1.00

#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

2
0.62 **
1.00

*
**
**
**
**

10
-0.02
0.00
0.07
-0.29
-0.22
0.24
0.28
0.45
0.53
1.00

**
**
**
**
**
**

3
0.06
0.04
1.00

4
0.18 **
0.09
0.03
1.00

11
0.23
0.15
0.08
0.43
0.23
-0.32
-0.19
-0.36
-0.34
-0.31
1.00

**
**
**
**
**
**
**
**
**

12
0.26
0.22
0.20
0.25
0.14
-0.30
-0.14
-0.35
-0.32
-0.35
0.50
1.00

**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**

5
0.19
0.16
0.10
0.33
1.00

**
**
*
**

13
0.38
0.37
0.11
0.31
0.16
-0.35
-0.20
-0.32
-0.27
-0.24
0.48
0.58
1.00

**
**
*
**
**
**
**
**
**
**
**
**

6
-0.19
-0.12
-0.16
-0.24
-0.07
1.00

14
0.20
0.20
0.13
0.37
0.24
-0.30
-0.26
-0.45
-0.45
-0.43
0.58
0.60
0.68
1.00

**
*
**
**

**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**

7
-0.10
-0.10
-0.11
-0.37
-0.27
0.15
1.00

15
0.28
0.20
0.00
0.27
0.18
-0.18
-0.11
-0.22
-0.19
-0.20
0.43
0.49
0.51
0.53
1.00

*
*
*
**
**
**

**
**
**
**
**
*
**
**
**
**
**
**
**

8
-0.02
0.02
-0.02
-0.24 **
-0.08
0.39 **
0.30 **
1.00

16
-0.18
-0.13
-0.09
-0.59
-0.35
0.34
0.34
0.30
0.27
0.33
-0.41
-0.23
-0.33
-0.39
-0.24
1.00

**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**

*: p < 0.05, **: p < 0.01
※No.1～No.9：ストレス要因項目、No.10～No.15：ストレス反応項目

「仕事の適性度」、「働きがい」が心理的安全性との相

Clubs: A Cross-Level Analysis of the Links between

関関係が認められた。Edmondson と Lei (2014)によると、

Psychological Capital and Perceived Service Climate.

組織的に高いレベルの関係性やソーシャルキャピタル

Healthcare, 2019; 7: 12.

が築かれている場合、心理的安全性が形成されるとし

Edmondson A: Psychological safety and learning

ている。今回の調査においても、「職場の人間関係に

behavior in work teams. Administrative Science

おけるストレス」が心理的安全性と比較的強い負の相

Quarterly, 1999; 44: 350-383.

関にあることからも、良好な人間関係を構築することが

公益財団法人日本生産性本部. 2021. レジャー白書２

重要であると考えられる。また、ストレス反応としてはす

０２１ ―余暇の現状と産業・市場の動向―. 生産性

べての因子（「活気」、「イライラ感」、「疲労感」、「不安

出版

感」、「抑うつ感」、「身体愁訴」）が心理的安全性との

厚 生 労 働 省 . 新 規 学 卒 者 の 離 職 状 況 .

相関関係にあることが認められた。Chang ら(2019)の調

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/

査によると、フィットネスクラブ従業員の感情的疲労や

0000137940.html (最終確認日: 2021/11/14)

バーンアウトは、職場のインシビリティ（非礼な言動）及

朴明姫, 大竹弘和, 山田泰行, 岩浅巧, & 水野基樹.

びサービス風土と高い相関関係があることが示されて

(2018). スポーツ施設従業員における職業性ストレス

いることから、心理的安全性を高めることでストレス反

とメンタルヘルスに関する研究 事務職と指導職の比

応が提言され、質の高いサービスへとつながるのでは

較から. 生涯スポーツ学研究, 15(1), 1-10.

ないかと考えられる。
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